
【 プロバイオフローラ 】  

プロバイオ フローラは1包あたりに、  

１００億以上の乳酸菌が含まれています。腸

の健康を第一に考えたマグナスのオリジナル

乳酸菌製品です。食生活の乱れから発生しや

すい悪玉菌に対抗し、キレイな体内環境を強

力にサポートします。善玉菌は年齢と共に減

少するので、積極的に補うことが大切です。

プロバイオ フローラはヨーグルト味の美味

しい乳酸菌ですから、どなたでも、又どこでも召し上がれま

す。毎日のおなかの健康に 

是非お役立て下さい。 

Magnus News はマグナス会員のための月刊ニュースレターです。ニュースレターに掲載されているスペシャルは会員の方が対象

となります。マグナスの会員以外の方でこのニュースレターをご覧になられた方も、マグナス製品のご購入はできますが価格は異

なりますのでご了承ください。マグナスの会員になるための詳細はマグナス迄お問い合わせください。 マグナスニュースに記載さ

れています価格でＳＲＰは一般のお客様、スペシャルはメンバー価格です。なおＴＡＸと送料は含まれておりません。 

只今、マグナスのオリジナル「健康にな

るカレンダー2022」を皆様にプレゼン

トしております。〇△×をつけるだけで

健康管理ができ、しかも健康情報も満載

です。お友達にも差し上げますのでマグ

ナス(310.782.9657)までご連絡下さい。 

Magnus Enterprises, Inc. 
22301 S. Western Ave. Suite 104 
Torrance, CA 90501 

Tel: 310.782.9657  
Email: info@magnususa.com 
www.magnusamerica.com 

健康になるカレンダー2022 

●ソープ2個セット

は月12月だけの特

別価格！ 

天然ソープ３個の

ギフトセット！ 

植物成分から作られた１００％天然のナ

チュラル石鹸。お肌に優しく、泡切れもよ

く、安心してお使いになれます。 お顔から

身体までこれ一つでOK! 

 

 クリスマスギフトに最高！ 

ナチュラル オーガニック ソープ  

合成着色料、香料、防腐剤は一切含まれていません。 
●「スーパーガーリック」（60カプセル/$40SRP）」を５個ご

購入毎にさらに「スーパーガーリック」を１個と「プロバイオフ

ローラ」を１０本プレゼント！ 

石鹸ネット 

 もれなく泡立ち抜

群の石鹸ネットが

ついてきます！ 

SRP: $40 (60 caps) 

●無臭ガーリック●金時生姜●シジミエキス●沖縄秋ウ

コンにビタミンCとビタミンB1を配合したマグナスな

らではの品質にこだわった製品です。シジミエキスに

は「オルニチン」が豊富に含まれています。また、配

合されている無臭ニンニクは吸収力を高めるために細

胞を破砕し熱も加えず、独自の製法で有効成分のみを

抽出しました。 

今月のスペシャル 

SRP: $40 (30packet) 



「肝臓に良い食材」としての認知度が高いシジミ。その効果のカギはオ

ルニチンにあると考えられます。肝機能に良い成分は色々ありますが、

オルニチンはシジミにだけ飛び抜けて多く含まれる成分です。  

■ シジミのアミノ酸は『遊離アミノ酸』 

私たちの身体に存在するアミノ酸の多くは、タンパク質を構成していますが、

単独で重要な働きをするアミノ酸があります。それが遊離アミノ酸で、１つ１

つがアミノ酸の形のまま体内で機能します。シジミに豊富に含まれるオルニチ

ンは、この遊離アミノ酸のひとつです。オルニチンは、摂取されると腸で吸収

され、肝臓や腎臓、筋肉などに移行することが知られています。主に肝臓に存

在している「オルニチンサイクル」という有害なアンモニアを代謝する経路に

関係するほか、機能が低下した肝臓保護や肝臓でのタンパク質合成を高めるは

たらきがあります。 

■ 成長ホルモンの分泌を高める 

オルニチンには成長ホルモンの分泌を高める働きがあるため、タンパク質の合

成の促進、筋肉の増強、コラーゲン産生を高めることで注目されるようになり

ました。 

■ オルニチンサイクル 

肝臓には、●アンモニアを解毒する「オルニチンサイクル」●エネルギー

（ATP）の産生に深く関わる「TCAサイクル」●ブドウ糖を合成する経路である

「糖新生」などの代謝経路があります。「オルニチンサイクル」では、アンモ

ニアの解毒を促進してアンモニアを減らし、TCAサイクルと糖新生の代謝を円

滑にしています。 

筋肉疲労や眼精疲労などと同

じように、使いすぎ（暴飲暴

食・飲酒・ストレスなど）や

脂肪沈着により、肝臓の機能

は低下します。その結果、肝

臓が代謝や解毒などの役割を

充分に果たすことができず、

エネルギー不足や毒素の蓄積

によって疲労につながると考

えられます。 

 

オルニチン

を摂取する

ことで、ス

トレスを感

じた時に分

泌される「ストレスホルモ

ン」が抑制されることが知ら

れています。睡眠はストレス

と密接に関連しており、睡眠

が取れないとストレスが溜ま

りやすくなります。また、ス

トレスが強いとよく眠れませ

ん。ストレスの緩和には肝臓

を労わること、そして睡眠が

とても大切です。 

 

■疲れが抜けない 

■目覚めが悪い 

■肝臓が不安 

■肌の調子が悪い 

■夜中に目が覚める 

■冷え性 

●無臭ガーリック ●金時生姜 

●シジミエキス ●沖縄秋ウコン

にビタミンCとビタミンB1を配

合したマグナスならではの品質

にこだわった製品です。 

 

$40 SRP 60 caps 
＝ SUPER GARLIC  PLUS ＝ 

※参考資料：神谷俊一 著「アミノ酸バイ

ブル」（三水社）https://www.kenko-

media.com/food_devlp/skpdf/1304-1-4-

01.pdf 

肝臓疲労とオルニチン 

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生 

こんな方におすすめ 

シジミエキス・オルニチンのサプリメント 

食物から取ったタンパク質は、アミノ酸

に分解され小腸から吸収され各臓器に運

ばれます。肝臓に運ばれたアミノ酸は代

謝によって、毒性の強いアンモニアが生

成されますが、肝臓で無害な尿素に変え

られ、腎臓を経て尿中に排出されます。

アンモニアから尿素への合成は肝臓内の

ミトコンドリアで行われ、その変化経路

がオルニチン回路です。 

不要になったアミノ酸からは有

害なアンモニアが生成される

が、すぐに無毒な尿素になって

尿として排泄される。 

シジミにはオルニチンが豊富！ 

https://kotobank.jp/word/%E8%82%9D%E8%87%93-49139
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%B3-41640
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%9E%E8%B7%AF-43067


■車のラジオをつけると、クリスマスソングが耳に飛び

込んで来る時季になりました。2021年も残り僅か、今

年もコロナ禍に翻弄された一年でした。また、あらゆる

物価上昇の年でもありました。来年こそは佳き年であっ

て欲しい、そう願って止みません。私の高校の同級生

が、こんな川柳を送って来てくれました。『残り時間、

コロナの二年を足してくれ』… 我々後期高齢者にとっ

て、二年間という時間は本当に貴重です。 

■ロサンゼルスで日本語テレビを放映していたジャーナ

リストのK氏が、約四年の闘病の末、この10月に他界さ

れました。彼は日本に帰国後、大学の政治学の先生とし

て活躍していましたが、ある日、肝臓がん末期と診断さ

れ、それから闘病生活が始まりました。彼とは、東京の

マンションが同じということもあり、私が日本に行く度

に会っていました。私より五歳下でしたが、彼の生き様

は大変勉強になりました。新薬をテストする『治験』を

自分の治療手段に選んだK氏が、体調が良くなられた時

期にロサンゼルスを再訪された際、『死があって生があ

る』と題して講演して頂きました。「死ぬまでしっかり

生きる！」の言葉通り、彼は頑張りました。「死は怖く

ない？」と聞いたら、「どうせ人間死ぬよ。病気かもし

れないし、また不慮の死だってあるじゃない。怖がって

どうするの、普通に生きるだけだよ。」と、強がりでな

く、淡々と言い切ったK氏の姿が私の胸に焼き付いてい

ます。一日一日をしっかり生きることが大切なんだと、

改めて思いました。亡くなる二日前、「いつ日本に来る

の？ 美味しいところ見つけたから早くいらっしゃ

い！」とK氏から電話があり、「実は明日から入院して

手術することになった。」と付け加えました。私は、

「不死身のKさんだから、退院したら知らせてね！」と

言って励ましましたが、これが彼との最後の会話になり

ました。「鳥居さんの半生記を僕に書かせてくれない？ 

きっと面白いのができると思うんだ。」と、何度か彼に

言われていました。もし承諾していたら、K氏のことだ

から、たっぷり時間をかけて執筆してくれていたでしょ

う。そうすれば、もう少し彼の寿命が延びていたかもし

れない…と思うと、心残りです。 

 今年は、私と同年代の人達がバタバタとあの世に旅

立って行きました。耐久年齢(平均年齢)に達したのだ

から、それを現実と受け入れるべきかもしれません。

人間の一生に於いて『余った人生』なんてありません

から、『余生』という言葉は使いたくありません。私

は、これからの時間は『おまけ』だと考え、日々感謝

して有意義に生きようと考えています。 

■今年もまた一年、生活習慣(食事・運動・睡眠)の重

要性を口酸っぱく説いて参りました。来年は、この生

活習慣にプラスして『メンタル面の強化』を加えたい

と思います。『メンタル』が『フィジカル』と密接に

結びついていることを知って欲しいからです。『メン

タル面の強化』方法は至ってシンプル、とにかく『く

よくよしない』でポジティブに考えるように努めるこ

とです。ネガティブな考えが芽生えた時、大きく深呼

吸して、肯定的な思考にスイッチを切り替える訓練を

しましょう。日本政府の野党党首が総選挙で敗北し、

党首を辞任しました。理論もしっかりして、真面目で

立派な政治家でしたが、遂に与党党首になれませんで

した。ある政治評論家が、「彼は、全てネガティブな

受け答えから入るので、国民の支持を得られなかっ

た。」と評していましたが、私も同感です。先ず、相

手の言い分をよく聞き、頷き、おもむろに反論する方

が会話はスムーズに進みます。『メンタル面の強化』

のもうひとつの大切な方法は、『人に対して優しくな

ること』です。ストレスの多くは人間関係から生じま

す。ストレスはメンタル面を損なわせ、健康を害する

因にもなります。『ME  FIRST』気質は、自分にとっ

ても碌なことになりません。 

 今年もマグナスをご愛顧頂き、誠にありがとうござ

いました。心より御礼申し上げます。 

 

        MERRY CHRISTMAS AND 

                    A HAPPY NEW YEAR! 

鳥 居 欣 一 



This material is not intended to be interpreted as a diagnosis or prescription in any way. Information provided here-
in, for example, references to herbs as to their historical uses, may not be used as a substitute for professional ad-
vice or as an alternative to professional medical treatment. MAGNUS ENTERPRISES, INC. does NOT directly or 
indirectly dispense medical advice or prescribe the use of herbs as a form of treatment or assume responsibility if 
you choose to prescribe for yourself without your physician’s approval. 

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 
22301 S. Western Ave., Suite 104 Torrance, California 90501 

●アーモンド粉:2、1/4カップ 

●シナモン：大さじ1 

●生姜：小さじ1、1/2（おろす） 

●クローブ：小さじ1/4（擦りつぶしたもの） 

●ナツメグ：小さじ1/4 

●ベーキングパウダー：小さじ1/2 

●塩：小さじ1/8 

●甘味料：1/2カップ 

（ブラウンモンクフルーツなど）： 

●バター：大さじ３ 

●大きな卵：1個（室温） 

●バニラエッセンス：小さじ1 

 

❶：中くらいのボウルで、アーモンドフラワー、シナモン、

生姜、クローブ、ナツメグ、ベーキングパウダーを入れて混

ぜます。❷：大きなボウルにバターとブラウンシュガーを入

れて、ハンドミキサーでフワフワになるまで１～２分間叩く

ように混ぜます。それに卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ

てから①のアーモンド粉を混ぜあわせ生地をつくります。

➌：生地をボールに移し、少なくとも約３０分間冷やしま

す。❹：オーブンを350°F（177°C）に予熱します。❺：台

に薄力粉を薄く振り、生地を３〜４mm程度に伸ばし、好きな

型抜きで生地を抜き、クッキングシートを敷いた天板に並べ

ます。 ❻：予熱したオーブンで１０～１５分間焼きます。

❼：しっかり冷めてからフロスティングしてください。 

 

★★マグナスの電話番号が変わりました★★ 

新しい電話番号: (310 )782 -9657 
(310)532-8440はつながりません。 

マグナスの電話番号が変わりました！ 

New  (310)782 -9657  

Tol l  Free：   

1 -８００ .２６２ .４６８７ 

■ 12/24/2021 (Fri)    Closed 

■ 12/25/2021 (Sat)   Closed 

■ 12/26/2021 (Sun)   Closed 

■ 12/27/2021 (Mon) OPENED 

■ 12/28/2021 (Tue)  OPENED 

■ 12/29/2021 (Wed) OPENED 

■ 12/30/2021 (Thu)  OPENED 

■ 12/31/2021 (Fri)    Closed 

■ 01/01/2022 (Sat)   Closed 

■ 01/02/2022 (Sun)  Closed 

■ 01/03/2022 (Mon) OPENED 

Holiday Hours 


